
2018年 9月吉日 

 

「第１4回ジョイント CSセミナー」「第 8回スマートビークル研究センターシンポジウム」 

合同シンポジウムのご案内 

「自動走行を可能にするための先端技術」 
                                                                豊田工業大学     

学 長 榊 裕 之 

拝啓 平素は本学に対し格別のご指導とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

来る 10 月 18 日（木）に「第 14 回ジョイント CS（情報科学）セミナー」と「第 8 回豊田工業大

学スマートビークル研究センターシンポジウム」の合同シンポジウムを開催いたします。 

本学では、米国シカゴ大学との協力の下、2003 年に情報科学分野の研究を主体とする大学院大学

「豊田工業大学シカゴ校〔Toyota Technological Institute at Chicago (TTIC)〕」をシカゴ大学構

内に開設して以来、我が国の代表的な研究者および TTIC の研究者に情報科学に関する講演を頂く

「ジョイント CS セミナー」を毎年開催してまいりました。また、2010 年 4 月に、本学の次世代構

想具体化の一環として「スマートビークル研究センター」を設立し、自動走行に関するシンポジウ

ムを毎年開催してまいりました。 

本合同シンポジウムでは、「自動走行を可能にするための先端技術」をテーマに、4 名の講演者

によりスマートビークルの知的走行制御・駆動を可能にするための先端技術の動向について講演い

ただくとともに、スマートビークル研究センターの活動状況をご報告申し上げます。皆さまには万

障お繰り合わせの上ご参加頂けますようご案内申し上げます。 

                                                                            敬具 

記 

  １．開催日時： 2018 年 10 月 18 日（木）10:30 ～ 17:40 

  ２．場  所： 豊田工業大学（名古屋市天白区久方 2 丁目 12 番地 1）南棟 4 階 4A 教室 

３．講    師：(1) 「画像超解像とその画像認識高性能化への応用〜車載映像認識を例にして〜」 

豊田工業大学 

浮田 宗伯 教授 

                (2) 「Natural Language Learning for Human-Robot Collaboration」 

Toyota Technological Institute at Chicago 

Matthew Walter 助教 

                (3)「認識、理解、予測、そして判断をする車」 

アセントロボティクス株式会社 

石﨑 雅之 代表取締役  

                (4)「モータ／キャパシタ／ワイヤレスへのパラダイムシフト」 

東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 

堀 洋一 教授 

 

    ４．申込み：【事前申込み必要】〈参加費は無料です〉   

       （URL) https://www.toyota-ti.ac.jp/「イベント欄」よりお申し込みください。 

※注 駐車場のご利用は予約制となっております。(40台) 

（問合せ先）研究支援部研究協力グループ 中村・安田 

TEL: (052)809-1723 E-MAIL: sympo@toyota-ti.ac.jp 



〔プログラム〕 

2018年 10月 18日（木曜日） 

10:30 ～ 10:40  ごあいさつ  豊田工業大学 学長  榊 裕之 

10:40 ～ 11:30  講演①「画像超解像とその画像認識高性能化への応用〜車載映像認識を例にして〜」 

豊田工業大学 浮田 宗伯 教授 

11:30 ～ 12:20  講演②「Natural Language Learning for Human-Robot Collaboration」 

Toyota Technological Institute at Chicago  Matthew Walter助教 

（お昼休み） 

13:20 ～ 14:20  招待講演①「認識、理解、予測、そして判断をする車」 

アセントロボティクス株式会社 石﨑雅之 代表取締役  

14:20 ～ 15:20  招待講演②「モータ／キャパシタ／ワイヤレスへのパラダイムシフト」 

  東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 

  堀 洋一 教授 

（休憩） 

15:30 ～ 16:30  スマートビークル研究センター 活動状況報告 

 

16:40 ～ 17:40  見学会 

 

 

※ 大学周辺には飲食店がほとんどございません。昼食を大学内の食堂でおとりいただくことも出来ま

すが、学期中のため混雑が予想されます。参加登録の際に事前に申し込まれた方には、お弁当

（500円）を販売いたしますので、昼食の時間にお受け取りください。 

 

 

〔講演概要〕 

講演①「画像超解像とその画像認識高性能化への応用〜車載映像認識を例にして〜」 

豊田工業大学 浮田 宗伯 教授 

アブストラクト 

深層学習により大きく進化している中心技術として，画像処理や画像認識が挙げられる．この画像処理

や画像認識は，近年独立に研究されていることがほとんどであったが，両者は密接に関連しあっており，

相互にその性能を向上させることも期待できる．本発表では，画像処理と画像認識それぞれの例として

超解像と物体検出に注目し，深層学習を介した両者の同時最適化によって，性能向上を実現可能である

ことを紹介する． 

 

（講師略歴） 

2001 年，京都大学大学院博士後期課程了．同年奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助手．2007

年同准教授．2016年より豊田工業大学教授．2002年〜2006年まで科学技術振興機構さきがけ(「情報基

盤と利用環境」領域)研究員兼任．2007年〜2009年までカーネギーメロン大学客員研究員兼任．博士（情

報学）．コンピュータビジョン，対象追跡，人体の運動解析・姿勢推定・行動認識に関する研究に従事． 

 

 



講演②「Natural Language Learning for Human-Robot Collaboration」 

Toyota Technological Institute at Chicago   Matthew Walter 助教 

 

Abstract 

   Natural language promises an efficient and flexible means for humans to communicate with 

robots, whether they are assisting the physically or cognitively impaired, or performing disaster 

mitigation tasks as our surrogates. Recent advancements have given rise to robots that are able to 

interpret natural language commands that direct object manipulation and spatial navigation. 

However, most methods require prior knowledge of the metric and semantic properties of the objects 

and places that comprise the robot's environment. 

  In this talk, I will present our work that enables robots to successfully follow natural language 

navigation instructions within novel, unknown environments. I will first describe a method that 

treats language as a sensor, exploiting information implicit and explicit in the user's command to 

learn distributions over the latent spatial and semantic properties of the environment and over the 

robot's intended behavior. The method then learns a belief space policy that reasons over these 

distributions to identify suitable navigation actions. In the second part of the talk, I will present an 

alternative formulation that represents language understanding as a multi-view 

sequence-to-sequence learning problem. I will introduce an alignment-based neural encoder-decoder 

architecture that translates free-form instructions to action sequences based on images of the 

observable world. Unlike previous methods, this architecture uses no specialized linguistic resources 

and can be trained in a weakly supervised, end-to-end fashion, which allows for generalization to 

new domains. Time permitting, I will then describe how we can effectively invert this model to 

enable robots to generate natural language utterances. I will evaluate the efficacy of these methods 

on a combination of benchmark navigation datasets and through demonstrations on a 

voice-commandable wheelchair. 

 

（講師略歴） 

Matthew Walter is an assistant professor at the Toyota Technological Institute at Chicago. His 

interests revolve around the realization of intelligent, perceptually aware robots that are able to act 

robustly and effectively in unstructured environments, particularly with and alongside people. His 

research focuses on machine learning-based solutions that allow robots to learn to understand and 

interact with the people, places, and objects in their surroundings. Matthew has investigated these 

areas in the context of various robotic platforms, including autonomous underwater vehicles, 

self-driving cars, voice-commandable wheelchairs, mobile manipulators, and autonomous cars for 

(rubber) ducks. Matthew obtained his Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology, where 

his thesis focused on improving the efficiency of inference for simultaneous localization and 

mapping. 

 

 



招待講演①「認識、理解、予測、そして判断をする車」 

アセントロボティクス株式会社 石﨑 雅之 代表取締役 

 

アブストラクト 

多くの自動車メーカーが、2020 年には高速道路、そしてその数年後には一般道で自動運転を実現すると

いう目標を掲げ始めた。しかし現在の自動運転技術は、物体認識領域における進歩がみられるものの、

状況理解や予測、そして判断領域の技術は限定的であり、特に例外対応力は人間の運転能力に至らない。

Ascentはモデルベースの深層強化学習に神経科学論理を統合させることにより、知性を持つ自動運転 AI

を開発し、その壁を越える。 

 

（講師略歴） 

東京を拠点とするロボティクス AI開発会社、Ascent Robotics代表取締役 CEO。Accentureのシリコンバ

レーオフィスと日本アイ・ビー・エムにて上級ポストを歴任。その後 Ascent 起業前までは Deloitte 

Digital のジャパンカントリーマネージャを務める。先進テクノロジーによる企業価値創出を強みとし、

大規模改革プロジェクトマネジメント経験とグローバルネットワークを活かし、ヒトとロボットの共存

による社会基盤の創造に貢献する。 

 

 

 

招待講演②「モータ／キャパシタ／ワイヤレスへのパラダイムシフト」 

東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 堀 洋一 教授 

 

アブストラクト 

100年後のクルマは，電力インフラから直接エネルギーをもらい「電気モータ」で走行するだろう。電池

の搭載は減り，パワーの出し入れに優れた「スーパーキャパシタ」，クルマを電力系統につなぐ「ワイ

ヤレス給電」がキー技術となり，電気モータの制御特性を生かした「モーション制御」によって，エネ

ルギー効率や安全性は飛躍的に向上しているだろう。 

 

（講師略歴） 

1983年 3月 東京大学大学院工学系研究科電子工学専門課程修了 

2000年 2月 講師，助教授を経て，電気工学科教授 

2002年 10月 生産技術研究所教授 

2008年 4月より現職 

電気学会産業応用部門元部門長，自動車技術会技術会議元議長，日本能率協会モータ技術シンポジウム

委員長，キャパシタフォーラム会長，WEVA(世界電動車両協会)会長，IEEE Fellow など 



 

 キャンパス改修工事に伴い、駐車場可能台数が大幅に減少しております。公共交通機関･お乗り合わ

せでのご来学にご協力ください。事前申込による駐車予約が上限の 40 台に達した場合、駐車場の予

約をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 南門からは車での入構はできません（徒歩または自転車のみ）。 

 交通アクセスの詳細はホームページ(https://www.toyota-ti.ac.jp/access.html)をご参照ください。 

 


